












































































令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

石井 奈摘

後期

30コマ(15週)

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

お客様が何を求めていて、どのようにするとイメージを形にすることができるのかをポイ
ントに授業を進めていきます。自己がお客様なら何をして頂くと嬉しいと感じるかを考え
ていくとイメージしやすいと思います。積極的に授業に参加してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 実習

授業のキーワード 前期の基本理念を理解し、主体的に考えて行動できるようになる。

授業の概要
及び到達目標

前期で身に付けた美容業界の基本理念やアシスタント技術・知識を活用し、即戦力の
アシスタントに必要な行動ができるよう、下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①チームでサロン運営ができる。
②カウンセリングができる。
③お客様へ提案することができる。
④自分のなりたい美容師像・働きたいサロンイメージを具現化する。

講義計画・内容

1.前期振り返りをし自己課題達成へ向けての目標設定をする
2.カウンセリング学習
3.お客様のニーズを引き出す質問スキルを学ぶ
4.ヒアリングと提案力の実践
5.カウンセリングロールプレイング①
6.カウンセリングロールプレイング②
7.アファメーション作成
8.サロン運営シュミレーション①
9.サロン運営シュミレーション②
10.サロン運営シュミレーション③
11.サロン運営シュミレーション④
12.サロン運営振り返り
13.トレンド・撮影実習①
14.トレンド・撮影実習②
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容実習（サロンワーク応用） 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

山田 英之

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

前期に学んだことを活かして、技術の向上をしていきましょう。
シャンプーだけじゃなく、最後のフィニッシュまでお客様の満足度を考えた施術をしてい
きましょう。

準備学習
シャンプーの持ち物以外で、その都度必要になってくるものはしっかり確認し、
持参すること。
毎授業で出た課題はしっかり取り組むこと。

教科書・教材等 美容実習・美容技術理論・配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 実習

授業のキーワード お客様のイメージを形にできるようになる。

授業の概要
及び到達目標

お客様の要望を受け施術から仕上げまでを行い、お客様の満足を頂ける技術、知識を
身に付ける為、下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①ブローができる。
②ヘアアレンジができる。
③アイロン、コテのスタイリングができる。

講義計画・内容

1.ヘッドスパ理論と技術（頭皮の診断、毛髪の診断など）
2.ヘッドスパ実践①
3.ヘッドスパ実践②
4.ヘッドスパ実践③
5.アイロン、コテの基本、整髪剤の使い方をロングウィッグで実習
6.コテで下巻きしてのヘアアレンジ基本など
7.ヘアアレンジ撮影
8.希望に沿ったヘアアレンジ（似合わせ）
9.希望に沿ったスタイリング（似合わせ）
10.シャンプーからスタイリング（６０分）
11.シャンプーからアレンジ仕上げ（６０分）
12.モニターチェック実習①
13.モニターチェック実習②
14.総復習
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容実習（シャンプーⅡ) 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

石井 奈摘

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

前期で学習したテクニックの応用編になります。
疑問点は積極的に確認して下さい。

準備学習 定期試験は毎授業の小テストがベースになるので復習をしっかり行うこと。

教科書・教材等 美容技術理論・美容実習

授業の形式
教育機器の活用 実習

授業のキーワード 基礎を中心としたカット技術を活かしながら、課題となるカットを正しい姿勢でカットし形にすることができるようになる。

授業の概要
及び到達目標

前期で学習したテクニックを活かしてのカット＆ブローを理解すること、
正しい姿勢で実践できるようになることは美容のプロになるために必須です。下記に示
す内容を到達目標に講義を進める。
①展開図を理解し、平面を立体に変換できる。
②基礎から応用の効いたカットができるようなる。

講義計画・内容

1.テーマ別作品作成①
2.テーマ別作品作成②
3.ウルフカット
4.ハンサムショート
5.マッシュショート
6.ショート
7.メンズカット(セイムレイヤー)
8.ヘアスタイル制作
9．.発表・レイヤーカット①
10.レイヤーカット②
11.レイヤーカット③
12.レイヤーカット④
13.レイヤーカット⑤
14．レイヤーカット⑥
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容実習（カット＆ブローⅡ） 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

六川 直哉

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題です。前期で学んだ知識と技術を活かして取り組んで下さい。
また、疑問点をそのままにしておかず分からないところがあれば積極的に質問してくだ
さい。

準備学習 定期試験は毎授業の小テストがベースになるので復習をしっかり行うこと。

教科書・教材等 美容技術理論・美容実習

授業の形式
教育機器の活用 実習

授業のキーワード 国家試験の技術を身につける

授業の概要
及び到達目標

国家試験技術を身に付ける為、下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①正しいスタイル構成を理解する。
②正しい巻き方ができる。
③正確なブロッキングができる。
④正確な引き出し角度とシェープができる。

講義計画・内容

1.国家試験スタイル構成を覚える
2.ブロッキング毎の確認、スライス・ステムを理解する
3.全頭35分で巻き上げる
4.全頭33分で巻き上げる
5.全頭30分で巻き上げる
6.全頭30分で巻き上げる
7.中間試験
8.全頭30分で巻き上げる
9.全頭27分で巻き上げる・スピードアップを図る
10.全頭ブロッキング込み27分で巻き上げる
11.全頭ブロッキング込み25分で巻き上げる
12.全頭ブロッキング込み23分で巻き上げる
13.全頭ブロッキング込み22分で巻き上げる
14.全頭ブロッキング込み20分で巻き上げる
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容実習（ワインディングⅡ） 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

井上・六川

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ウェーブの構成・手順の理解は非常に重要です。
何となくではなく確実にできるように疑問点は積極的に確認して下さい。

準備学習 カールの名称を理解しておく

教科書・教材等 美容実習①・美容技術理論①

授業の形式
教育機器の活用

実習

授業のキーワード 国家試験の技術を身につける。

授業の概要
及び到達目標

オールウェーブに構成を確実に理解し、正しい姿勢で実践できるようになることは
国家試験合格には必須です。下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①ウェーブの構成手順を理解し、ローションの使い方・ウィッグの保存が適切にできる。
②カールの作り方を理解し適切なピニングができるようになる。
③リッジを作れるようになる
④正しい姿勢でのウェーブテクニックを身につける。

講義計画・内容

①授業オリエンテーション、ウェーブ構成手順、理論、ローションの使い方、ウェーブ練
習
②ウェーブの練習、スカルプチュアカールのデモ→練習
③馬蹄形のデモ→練習、1～２段目の練習
④2段目までの練習、ウェーブ・リッジの練習、3段目の作り方
⑤１～３段目21分→練習(各7分)
⑥１～３段目15分
⑦中間試験
⑧事前パーマ仕込み処理
⑨ウェーブ・カールスペースをあけて１～５段目の練習→30分
⑩両サイドのウェーブ確認、4段目の構成、理解、習得(リフトカール・ウェーブとのバラン
ス)
⑪5段目の構成理解(逆リフトカール、ウェーブとのバランス)
⑫１～５段目を3段目のカールとウェーブで33分で仕上げる。
⑬1～５段目を3段目のカールとウェーブで3０分で仕上げる。
⑭１～５段目を30分で仕上げる。
⑮定期試験

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容実習（オールウェーブⅠ） 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

金岡 怜

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。美容はお客様に触れる仕事になります。しっかりと感染症の
知識を持つことが大切です。自らが感染源になることの無いよう理解し行動できるよう
になりましょう。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 衛生管理

授業の形式
教育機器の活用 講義

授業のキーワード 国家試験課題である衛生管理を理解する。

授業の概要
及び到達目標

公衆衛生全般について勉強し、理容師・美容師として注意を払わねばならない環境衛
生や感染症を学ぶものです。また、理容業・美容業に必要な消毒の意義、目的、関連
法令に則した実践を学ぶ為、下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①感染症を理解し、説明できる。
②衛生管理技術を理解し、説明できる。
③衛生管理の実践例を理解し、説明できる。

講義計画・内容

1.1編 公衆衛生及び2編 環境衛生の振返り
2.3編 感染症 1章 感染症の総論 1節 人と感染症
3.2節 病原微生物
4.3節 感染症の予防
5.2章 感染症の各論 1節 理容・美容と感染症・2節 主な感染症
6.3節 具体的な対策の例
7.4編 衛生管理技術 1章 消毒法総論 1節 消毒とは・2節消毒の意義
8.3節 理容・美容の業務と消毒との関係・4節 消毒法と適用上の注意
9.2章 消毒法各論 1節 理学的消毒法（殺菌法）
10.2節 化学的消毒法（殺菌法）・3節 すぐれた消毒法とその実施上の注意
11.3章 消毒法実習 1節 各種消毒薬
12.2節 理容所・美容所の消毒の実際
13.3節 理容所・美容所の清潔法の実際
　　5編 衛生管理の実践例
　　1章 理容所及び美容所における衛生管理要領
　　2章 理・美容所の自主管理点検表
14.3編 感染症・4編 衛生管理技術・5編 衛生管理の実践例のポイント復習
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 衛生管理Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

糟谷 圭吾

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。美容の業務の特徴から、お客様の頭皮、毛髪、肌の健康管
理ができる知識と技術が求められることからも大切な授業です。指名される美容のプロ
を目指すため意欲的に授業に参加してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 保健

授業の形式
教育機器の活用 講義

授業のキーワード 国家試験課題である保健を理解する。

授業の概要
及び到達目標

頭部、顔部及び頸部を中心に人体の構造、機能について学び、皮膚、毛髪などを科学
的に理解する為、下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①皮膚とその付属器官について詳細を理解し、説明できる。
②薬剤が毛髪、皮膚にどのように影響を与えるかを理解し、説明できる。

講義計画・内容

1.第2編 皮膚科学 第1章 皮膚の構造 1項～4項
2.第1章 皮膚の構造 5項～7項
3.第2章 皮膚付属器官の構造
4.第3章 皮膚の循環器系と神経系
5.第1章～第3章の復習
6.第4章 皮膚と皮膚付属器官の生理機能 1項～5項
7.第4章 皮膚と皮膚付属器官の生理機能 6項～11項
8.第5章 皮膚と皮膚付属器官の保健 1項～6項
9.第5章 皮膚と皮膚付属器官の保健 7項～11項
10.第6章 皮膚と皮膚付属器官の疾患 1項～5項
11.第6章 皮膚と皮膚付属器官の疾患 6項～10項
12.第6章 皮膚と皮膚付属器官の疾患 11項～15項
13.第6章 皮膚と皮膚付属器官の疾患 16項～19項
14.第4章～第6章の復習
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 保健Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

石井 奈摘

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。実技で学んでいる技術の理論を学びます。難しい単語や言
い回しが出てきますが、分からないままにせず積極的に質問してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 美容技術理論①、美容技術理論②

授業の形式
教育機器の活用 講義

授業のキーワード 国家試験課題である美容技術理論を理解する。

授業の概要
及び到達目標

美容に用いられる器具や機械の種類、目的を理解し、その正しい取扱方法を学び美容
の基礎的技術理論を実際に即して身に付ける為、下記に示す内容を到達目標に講義
を進める。
①美容理論と美容技術を理解し、説明できる。
②正しい作業姿勢を理解し、説明できる。
③人体各部の名称を理解し、説明できる。

講義計画・内容

1.美容技術理論①序章美容技術理論を学ぶにあたって・1章美容用具
2.2章シャンプーイング
3.3章ヘアデザイン
4.4章ヘアカッティング
5.5章パーマネントウエービング
6.6章ヘアセッティング
7.7章 ヘアカラーリング
8美容技術理論②8章 エステティック
9.9章 ネイル技術
10.10章メイクアップ
11.11章日本髪
12.12章着付けの理論と技術
13.美容技術理論①のポイント復習
14.美容技術理論②のポイント復習
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容技術理論Ⅰ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

柳瀬 亜紀

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。「経営」や「マネジメント」の視点を持ってもらいたいと思って
います。美容業界に入ったときはアシスタントですが、自己の業務がどこに繋がってい
るのかを理解して行動できている人と理解せずに行動している人では、1年後大きな差
に繋がります。楽しみながら授業に取り組んでください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 運営管理

授業の形式
教育機器の活用 演習

授業のキーワード 国家試験課題である運営管理を理解する。

授業の概要
及び到達目標

理容業・美容業にもとめられる接客の意義と技術を身につけるとともに、経営管理や労
務管理の基本を理解し、運営上の管理手法を学ぶ為、下記に示す内容を到達目標に
講義を進める。
①経営者の考え方や経営者が果たす責任・役割を理解し、説明できる。
②人を雇うことの責任や働くうえで求められることを理解し、説明できる。
③顧客を満足させるサービスとは何か。それをどう実現するかを理解し、説明できる。

講義計画・内容

1.第1編 経営者の視点 第1章 経営とは・経営者とは 第1節～第6節
2.第2章 理容業・美容業の経営について 第1節～第4節
3.第3章 資金の管理 第1節～第6節
4.第1編 経営者の視点のポイント復習
5.第2編 人という資源従業員としての視点 第1章 人という資源 第1節～第3節
6.第1章 人という資源 第4節～第6節
7.第2章 健康・安全な職場環境の実現 第1節～第4節
8.第3章 従業員としての視点から 第1節～第4節
9.第3章 従業員としての視点から 第5節～第6節・第2編のポイント復習
10.第3編 顧客のために 第1章 サービス・デザイン 第1節～第6節
11.第2章 マーケティング 第1節～第4節
12.第2章 マーケティング 第5節～第7節
13.第3章 サービスにおける人の役割 第1節～第7節
14.第3章 サービスにおける人の役割 第8節～第10節・第3編のポイント復習
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 運営管理 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

石井 奈摘

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

自己PRのプレゼンや他己分析では積極的に発言し、話す力を付けていきましょう。
また、履歴書やスーツの着こなし等は必ず理解するよう疑問点はその都度解消してい
きましょう。

準備学習 客観的に自身の強み、弱みを考えてみましょう。

教科書・教材等 配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 演習

授業のキーワード 自身を知り、面接対策として自己PRのプレゼンテーションができるようになる。

授業の概要
及び到達目標

美容業界で必要な資格検定合格を目指す。
グループワークや自己分析を通して自身のなりたい職種確定できるようになる為、下記
に示す内容を到達目標に講義を進める。
①パーソナルカラー検定取得。
②自己分析を行い自身を、説明できる。
③プレゼンテーション力を高め、想いを伝えることができる。

講義計画・内容

1.自己分析
2.履歴書作成①
3.履歴書作成②
4.履歴書作成③
5.自己プレゼンテーション①
6.自己プレゼンテーション②
7.面接対策
8.面接対策（模擬面接）
9.パーソナルカラー検定対策①
10.パーソナルカラー検定対策②
11.パーソナルカラー検定対策③
12.パーソナルカラー検定対策④
13.パーソナルカラー検定対策⑤
14.パーソナルカラー検定対策⑥
15.試験解説

対 象 学 生 1年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 就職講座Ⅱ 担   当   教   官   名



  令和 4 年度　授業計画（シラバス）年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

宮里・小林

後期

１５コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ヘアメイクの応用を学ぶ授業です。
それぞれのイメージを理解することが重要です。
引き出しを多く持つことが、表現力の向上へ繋がります。
ひとつひとつの理解をきちんと深めて、着実にステップアップしていきましょう。

準備学習
多くの美容雑誌やポスター、コルトン、映画などを見て、ヘアメイクのイメージパターンを研究しま
しょう。

教科書・教材等 メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用

演習

授業のキーワード メイクアップ技術の理解を深め、イメージ別ヘアメイクの施術ができるようになる

授業の概要
及び到達目標

基本のヘアメイクテクニックを理解し、実践することでイメージに合わせた作品作成でき
るように為、下記内容を到達目標に講義を進める。
①基本プロポーションを理解し、補正技術を身に着ける。
②ベースメイクの応用テクニックが習得できる。
③イメージ別ヘアメイクができるようになる。

講義計画・内容

①顔分析
②修正メイクとプロポーション
③メイクによる視覚的錯覚
④肌の質感作り
⑤アイブロウの修正テクニック
⑥アイメイクの修正テクニック
⑦リップメイク修正テクニック
⑧スペースデザインと分析
⑨要望に合わせるカウンセリングとプレゼン
⑩イメージメイク　フレッシュ
⑪イメージメイク　キュート
⑫イメージメイク　クール
⑬イメージメイク　エレガント
⑭作品制作
⑮試験解説

対 象 学 生 １年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ヘアメイクアップⅡ 担   当   教   官   名



  令和 4 年度　授業計画（シラバス）年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

宮里・小林

後期

３０コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

同じスタイルでも作り方を変えると全く表情が違うスタイルになります。
また、崩れにくく作るということも技術です。
毛質・毛量などを考慮し、スタイリング剤を選択することが必要です。
たくさんの髪に触れて、体験してください。

準備学習 反復練習を行い、基礎の理解を深めて下さい。、

教科書・教材等 美容技術理論・美容実習 ヘア道具一式

授業の形式
教育機器の活用

演習

授業のキーワード ヘアアレンジの基礎理論を理解し、ヘアスタイルの形成ができるようになる。

授業の概要
及び到達目標

ヘアアレンジの基本のテクニックを理解し実践することで、幅広く作品撮影ができるよう
になる為、下記内容を到達目標に講義を進める。
①ヘアアレンジのパターンを習得する。
②作りたいスタイルに応じた工程が選択できる。
③幅広いスタイルに対応できるようになる。

講義計画・内容

①面を使ったスタイル 夜会巻き
②面スタイルアレンジ ネープシニヨン
③カールを使ったスタイル カールアップ
④コテアレンジ ハーフアップスタイル
⑤コテアレンジ　編みおろしスタイル①
⑥コテアレンジ　編みおろしスタイル②
⑦アウトラインの調整 ミディアムシニヨン
⑧散らしテクニック ハイポニー
⑨バランスの構築 ラフシニヨン
⑩要望に合わせるカウンセリング、プレゼンテーション
⑪似合わせテクニックとフロント処理
⑫テーマスタイリング
⑬作品計画
⑭作品制作
⑮試験解説

対 象 学 生 １年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容総合技術Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

六川 直哉

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。国家試験合格へのまとめになります。わからない点は確認
頂き、積極的に授業に参加してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 国家試験課題教材一式・配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 実習

授業のキーワード 国家試験合格を確実なものにする。

授業の概要
及び到達目標

国家試験合格へ向けて衛生及び技術の重要項目を理解しできるようになるため、下記
に示す内容を到達目標に講義を進める。
①衛生ポイントを理解し習得する。
②実技のポイントを理解し習得する。

講義計画・内容

1.国家試験の概要を理解する。
2.各科目の衛生及び技術のポイントを理解する①
3.各科目の衛生及び技術のポイントを理解する②
4.各科目の衛生及び技術のポイントを理解する③
5.各科目の衛生及び技術のポイントを理解する④
6.各科目の衛生及び技術のポイントを理解する⑤
7.国家試験課題の確認
8.衛生及び実技を試験基準で実施①
9.衛生及び実技を試験基準で実施②
10.衛生及び実技を試験基準で実施③
11.苦手項目の克服①
12.苦手項目の克服②
13.苦手項目の克服③
14.模擬試験
15.試験解説

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容実習（国家試験課題） 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

井上 秀浩

後期

90コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。国家試験合格へのまとめになります。わからない点は確認
頂き、積極的に授業に参加してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習と過去問題の予習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 国家試験課題教材一式・配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 演習

授業のキーワード 国家試験合格を確実なものにする。

授業の概要
及び到達目標

国家試験合格へ向けて各科目の採点項目を理解しできるようになるため、下記に示す
内容を到達目標に講義を進める。
①技術の採点項目を理解し作品作成できるようになる。
②筆記科目のポイントを理解しできるようになる。

講義計画・内容

1.実技の採点項目を理解する
2.筆記課目の括り及び問題数の再確認
3.自身のレベル確認し課題点の克服①
4.自身のレベル確認し課題点の克服②
5.自身のレベル確認し課題点の克服③
6.試験当日の流れを理解する
7.模擬試験①
8.模擬試験②
9.苦手項目の克服①
10.模擬試験③
11.模擬試験④
12.苦手項目の克服②
13.模擬試験⑤
14.模擬試験⑥
15.試験解説

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 国家試験対策 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

糟谷 圭吾

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。国家試験合格へのまとめになります。わからない点は確認
頂き、積極的に授業に参加してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 衛生管理

授業の形式
教育機器の活用 演習

授業のキーワード 国家試験課題である衛生管理を理解する。

授業の概要
及び到達目標

衛生管理全般の復習をし国家試験合格へ向け、下記に示す内容を到達目標に講義を
進める。
①感染症を理解し、説明できる。
②衛生管理技術を理解し、説明できる。
③衛生管理の実践例を理解し、説明できる。

講義計画・内容

1.公衆衛生の復習①
2.公衆衛生の復習②
3.環境衛生の復習①
4.環境衛生の復習②
5.感染症の復習①
6.感染症の復習②
7.衛生管理技術の復習①
8.衛生管理技術の復習②
9.国家試験対策①
10.国家試験対策①
11.国家試験対策②
12.国家試験対策③
13.国家試験対策④
14.国家試験対策⑤
15.試験解説

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 衛生管理Ⅲ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

井上 秀浩

後期

60コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

作品制作を通して、美容業界に必要不可欠な感性を高め、センスを磨いていきましょ
う。
普段から「良い」接客や刺激を受け、肌で直接感じることが一番効果的です。
「表現すること」に楽しみを見出せるような授業になっていますので
意欲的に取り組んでください。

準備学習
制作をするにあたって、観たものや感じたことを振り返りながら
構想を練り、必要な道具は事前に準備しておきましょう。

教科書・教材等 テキスト、配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード 創造力を高め、より豊かな表現ができるアーティストになる。

授業の概要
及び到達目標

専攻ごと（ヘアスタイリスト・ヘアメイク・ブライダルヘアメイク）の業界で
必要とされる知識・技術を学び、プロフェッショナルに近づく為、
下記の内容を到達目標に講義を進める。
①これまでに身に付けた知識・技術をよりブラッシュアップする。
②ゴールを明確にイメージし、逆算してヘアメイクの施術ができるようにする。
③感性を高め、より人の心に響く作品を作ることができる。

講義計画・内容

1.短時間でできる実践向けヘアアレンジ①
2.短時間でできる実践向けヘアアレンジ②
3.短時間でできる実践向けヘアアレンジ③
4.短時間でできる実践向けヘアアレンジ④
5.トレンド和装ヘアアレンジ
6.レトロヘアアレンジ
7.ヘアアクセサリーとのバランス
8.中間試験
9.国家試験対策①
10.国家試験対策①
11.国家試験対策②
12.国家試験対策③
13.国家試験対策④
14.国家試験対策⑤
15.試験解説.

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容技術理論Ⅲ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

旭 里栄子

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題になります。国家試験合格へのまとめになります。わからない点は確認
頂き、積極的に授業に参加してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 香粧品化学

授業の形式
教育機器の活用 演習

授業のキーワード 国家試験課題である香粧品化学を理解する。

授業の概要
及び到達目標

理容・美容の施術の際に使用する香粧品を正しく取り扱うために必要な知識を学ぶ為、
下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①頭皮・毛髪用香粧品を理解し、説明できる。
②芳香製品と特殊香粧品を理解し、説明できる。
③香粧品化学全般を理解し、説明できる。

講義計画・内容

1.香粧品化学 1章～4章復習
2.5章 頭皮・毛髪用香粧品 1節・2節
3.5章 頭皮・毛髪用香粧品 3節・4節
4.5章 頭皮・毛髪用香粧品 5節・5章の復習
5.6章 芳香製品と特殊香粧品 1節・2節
6.国家試験対策①
7.国家試験対策②
8.国家試験対策③
9.国家試験対策④
10.国家試験対策⑤
11.国家試験対策⑥
12.国家試験対策⑦
13.国家試験対策⑧
14.国家試験対策⑨
15.試験解説

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 香粧品化学Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

曾田 里佳

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

国家試験課題です。わからない点は確認頂き、積極的に授業に参加してください。
歴史、文化と美容との関わり合いを認識することで施術者としてさらに成長することがで
きます。
美容技術理論との組み合わせも意識して国家試験合格に向け理解と知識を確実にし
てください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 文化論

授業の形式
教育機器の活用 座学・演習

授業のキーワード 国家試験課題である文化論を理解する。

授業の概要
及び到達目標

理容・美容の施術で必要な美的感覚と表現力を養うとともに、歴史を勉強しヘアデザイ
ンに役立てる為、以下に示す文化論の全般を理解し、説明できることを到達目標に講
義を進める。
①日本の理容業・美容業の歴史
②日本のファッション文化史
③西洋のファッション文化史
④礼装の種類

講義計画・内容

1.第4章 ファッション文化史 西洋編　第１節・第2節・第3節
2.第4章 ファッション文化史 西洋編　第4節・第5節
3.第4章 ファッション文化史 西洋編　第6節・第7節
4.第4章 ファッション文化史 西洋編　第8節・第9節
5.第4章 ファッション文化史 西洋編　第10節・第11節
6.第4章 ファッション文化史 西洋編　第12節・第13節
7.第4章 ファッション文化史 西洋編　第14節・第15節・第16節
8.第4章 ファッション文化史 西洋編　復習
9.第5章　礼装の種類　第１節・第2節
10.総復習
11.総復習
12.国家試験対策①
13.国家試験対策②
14.国家試験対策③
15.試験解説

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 文化論Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

金岡 怜

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

全員が就職内定を勝ち取れるように講義を進めていきます。また、全員が内定を勝ち
取ってもそこで学生生活が終わるわけではありません。企業研究や一般常識を身につ
け京都医健の学生は素晴らしいと業界に思っていただけるように進めていきますので、
分からないことや気になることがあった場合、積極的に質問してください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 授業内で配布するプリント

授業の形式
教育機器の活用 座学

授業のキーワード 就職活動、内定、一般常識、マナー

授業の概要
及び到達目標

①学生が希望する進路に必要なスキル・知識を得て、自らで考え、行動し、就職活動に
活かすことができる
②社会人として大切なマナー、一般常識の理解を得て、行動に責任をもてるようになる

講義計画・内容

1.学生それぞれの希望職種に合わせた業界理解・求められる人材とは？①
2.学生それぞれの希望職種に合わせた業界理解・求められる人材とは？②
3.学生それぞれの希望職種に合わせた選考事例研究①
4.学生それぞれの希望職種に合わせた選考事例研究②
5.内定後の流れについて・新社会人基礎力講習①
6.内定後の流れについて・新社会人基礎力講習②
7.内定後の流れについて・新社会人基礎力講習③
8.受験先、内定先とのLINE ・mail のやり取り
9.内定先・希望企業研究①
10.内定先・希望企業研究②
11.内定先・希望企業研究③
12.一般常識①
13.一般常識②
14.定期試験告知・復習
15.定期試験

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 就職講座Ⅳ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

宮里 里苗

後期

15コマ（前半8週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

作品制作を通して、美容業界に必要不可欠な感性を高め、センスを磨いていきましょ
う。
普段から「良い」接客や刺激を受け、肌で直接感じることが一番効果的です。
「表現すること」に楽しみを見出せるような授業になっていますので
意欲的に取り組んでください。

準備学習
制作をするにあたって、観たものや感じたことを振り返りながら
構想を練り、必要な道具は事前に準備しておきましょう。

教科書・教材等 メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用 演習

授業のキーワード 美容業界で必要な知識・技術を磨き創造力を高める。

授業の概要
及び到達目標

専攻ごと（ヘアスタイリスト・ヘアメイク・ブライダルヘアメイク）の業界で必要とされる知
識・技術を学ぶ為、下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①1年生で身に付けた知識・技術をよりブラッシュアップする。
②目指す業界のニーズを理解し、説明できる。

講義計画・内容

1.学内コンテスト対策①
2.学内コンテスト対策②
3.年代別メイク①
4.年代別メイク②
5.年代別メイク③
6.年代別メイク④
7.特殊メイク
8..試験解説

対 象 学 生 ２年：美容師コース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容総合技術Ⅳ 担   当   教   官   名



  令和 3 年度　授業計画（シラバス）年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

小林　結

後期

30コマ(15週)

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ヘアメイクの応用を学ぶ授業です。
それぞれのイメージを理解することが重要です。
引き出しを多く持つことが、表現力の向上へ繋がります。
ひとつひとつの理解をきちんと深めて、着実にステップアップしていきましょう。
また、最終的にスチールでの作品を作成します。1年間学んできたことをふまえて素敵
な作品を作りましょう。

準備学習
多くの美容雑誌やポスター、コルトン、映画などを見て、ヘアメイクのイメージパターンを研究しま
しょう。

教科書・教材等 メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用

演習

授業のキーワード メイクアップ技術の理解を深め、イメージ別ヘアメイクの施術ができるようになる

授業の概要
及び到達目標

基本のヘアメイクテクニックを理解し、実践することでイメージに合わせた作品作成でき
るように為、下記内容を到達目標に講義を進める。
①メイクアップにおけるデザインの基礎を身につけ、イメージを構築できるようになる。
②イメージに合わせたヘアアレンジとメイクアップができるようになる。

講義計画・内容

1.ウィッグ制作
2.ウィッグ制作
3.色彩学
4.形態学
5.質感学
6.イメージメイク  キュート、フレッシュ
7.イメージメイク　エレガント、クール
7.撮影を想定したヘアアレンジ①
8.撮影を想定したヘアアレンジ②
9.撮影デザイン検討
10.撮影デザインの決定
11.練習と調整
12.練習と調整
13.撮影を想定した、実際のモデルでリハ
14.撮影
15.撮影

対 象 学 生 １年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 スチール撮影Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

石川 倫子

後期

30コマ(15週)

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ヘアスタイル、メイクのイメージを提案して作ることができるようにイメージしていきましょ
う。

準備学習 技術の復習

教科書・教材等 メイク教材・ヘアアレンジ教材

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード ブライダルヘアアレンジ・ブライダルメイク

授業の概要
及び到達目標

今までの技術を応用し様々なブライダルスタイルをスタイリング出来るようになる。また
実際にブライダルの現場で施術を行っている講師より現在のトレンドや現場での立ち振
る舞いなどを体験談を交えながら伝えることにより学生がブライダルヘアメイクという職
業をイメージしながら学ぶことが出来る

講義計画・内容

1 ブライダルヘアメイクとは＋実技
2 花嫁衣装について(和・洋)とタキシード＋実技
3 参列衣装＋実技
4 ヘッドドレスの付け方とヘア
5ボディメイクとドレスフィッティング
6 ヘアメイクイメージ作成
7 撮影用ヘアメイク
8 撮影用ヘアメイク
9 ロケーション撮影　(+3,4限可能であれば)
10 和装メイク
11 新日本髪
12 新日本髪
13 和装ヘアメイク実技テスト
14 筆記試験
15 まとめ

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ブライダル演習Ⅰ 担   当   教   官   名



  令和 4 年度　授業計画（シラバス）年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

小林 結

後期

30コマ(15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

目標とするスタイルを観察し特徴を捉えて、完成をしっかりイメージしてスタイルを作成
すること。
どのヘアアレンジも基礎の組み合わせで成り立つため、様々なスタイルを作る中で苦手
な基礎技術を克服しましょう。

準備学習
必要な道具や準備をし、授業に臨み、質の良い練習をできるよう心がけましょう。苦手はそのまま
にせず、反復練習を行い基礎を固めましょう。

教科書・教材等 ヘア道具一式、ウィッグ

授業の形式
教育機器の活用

演習

授業のキーワード ヘアアレンジ技術の理解を深め、イメージ別ヘアメイクの施術ができるようになる

授業の概要
及び到達目標

基本となる知識・技術を学び、ヘアアレンジテクニックを理解し、実践することで求めら
れる応対のできるプロフェッショナルとなるため、下記内容を到達目標に講義を進める。
①基本となるヘアアレンジテクニックを習得し、多様なヘアアレンジが出来るようにな
る。
②イメージに合わせたヘアアレンジを表現できるようになる。

講義計画・内容

①コテアレンジ
②ハーフアップ
③ポニーテール
④編みおろし①
⑤編みおろし②
⑥ルーズシニヨン①
⑦ルーズシニヨン②
⑧アップスタイル①
⑨アップスタイル②
⑩カールアップ①
⑪カールアップ②
⑫ミドルアップ①
⑬ミドルアップ②
⑭試験対策
⑮定期試験

対 象 学 生 １年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ヘアアレンジII 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

なかぢま ゆうこ

後期

45コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

ヘアメイクとして現場に出た際に必要なスキルやアシスタントとして即戦力になれる技
術を学びます。取得した技術はコンテストやアシスタントプログラムにも活きてくるの
でぜひ活用してください。

準備学習 授業毎の課題を確実にこなせるよう、復習を必ず行いましょう。

教科書・教材等 メイク教材・ヘアアレンジ教材

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード ヘアメイク、撮影、特殊メイク、舞台メイク、アシスタント

授業の概要
及び到達目標

ヘアメイクとして働く際に必須の下記のスキルの理解・取得を目標に講義を進めま
す。
①ヘアメイクのリアルワークとして必要なヘアメイク技術の取得
②アシスタントとして必要なアシスタントワークの取得
③業界用語、組織や仕組み、仕事別のヘアメイク技術の取得

講義計画・内容

1.学内コンテスト対策①
2.学内コンテスト対策②
3.アシスタントワーク
4.テレビのヘアメイク
5.映画・舞台のヘアメイク
6特殊ヘアメイク①
7.特殊ヘアメイク②
8.ライブのヘアメイク
9.広告CMのヘアメイク
10.雑誌のヘアメイク
11.ロケのヘアメイク
12.ブライダルのヘアメイク
13.メンズメイク①
14.メンズメイク②
15.定期試験

対 象 学 生 第一学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ヘアメイクアップⅠ 担   当   教   官   名



令和 　 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

工藤真紀

後期

15回

成績評価の方法 定期テスト（検定模擬）70％　平常点（出席率・小テスト・提出物）30％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ドレープによる似合う色の診断をしなくとも、その人の色素から似合う色の傾向を把握し
て、個性を活かすアドバイスが行える「色素に基づいたパーソナルカラー理論」は、美容業
界において幅広く活用できる知識の一つです。
これから、美容関係のお仕事に就かれる皆さんにとって、必ず役立つ知識であり、また自
分自身と向き合う機会にもなる授業です。　似合う色について楽しく学んで頂きながら、検
定の合格も目指して参ります。

準備学習

教科書・教材等

色彩活用パーソナルカラー検定3級テキスト・問題集・配色アイディアブック・
配色カード199a・PCCSトーンマップ台紙
学生準備物/ファッション雑誌（コラージュ作成用）

授業の形式
教育機器の活用

講義　実習（デモンストレーション）　パーソナルカラー診断用ドレープ使用　カラーチヤート使用

授業のキーワード 生まれ持った色素に基づく似合う色の知識　ヘアメイクへの活用法　パーソナルカラー検定3級

授業の概要
及び到達目標

学校の掲げる、職業人教育を通じて社会に貢献する事のできる人材育成を目指し、広く認識されは
じめたパーソナルカラーについて学び、様々な顧客ニーズに対応できる力を身に付ける。
①パーソナルカラーの基本となる理論(色素と似合う色の関係）を学ぶ
②パーソナルカラーを活用し個性を磨き「自分ブランディング」の大切さを知る
③顧客のニーズに合わせ色素に基づいた似合う色の提案ができるようになる
④パーソナルカラー検定3級に合格を目指す
⑤プロとしての＋αの知識を身に付け業界から求められる人材となる

講義計画・内容

①自己紹介　パーソナルカラー基本・色の三属性と色相環
②トーン・PCCSによる色表示　トーンマップ作成
③パーソナルカラーの4シーズンの分類とイメージについて
・ビジュアルコラージュについて（1）活用法　作り方
④ビジュアルコラージュについて（2）作成
⑤慣用色名　光と色　色覚効果
⑥似合う色と色素の関係（タイプ別の色素傾向）
⑦自分の色素確認とタイプ予想
　・グループワークにて他の方と色素の違いを確認
⑧似合う色の見つけ方（1)ドレーピング方法の説明とデモンストレーション
⑨似合う色の見つけ方（2）似合う色と似合わない色の違い　  ドレーピング簡易診断
⑩似合う色の見つけ方（3）ドレーピング簡易診断体験（グループワークにて）
⑪似合う色の活用法（1）タイプ別の傾向　メイク　アクセサリー　柄と素材）
⑫似合う色の活用法自分ブランディングについて
⑬検定対策（1）　模擬テスト＊過去問題は講師がコピーを用意
⑭定期テスト＊問題は講師が用意
⑮検定対策（2）模擬テストの解説と検定のポイントについて説明
＊2月11日（土）　パーソナルカラー3級検定

対 象 学 生 ヘアメイクコース 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 パーソナルカラー 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

大原　咲樹子

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留

意点）

ビジネスマナーの講義で得た知識をいかに自分の中に落とし込んで実践していくか
が重要なため、学生1人1人の理解度と技能スキルを確認しながらわかりやすく進め
ていきます。わからないところがあれば必ず質問してください。

準備学習
毎回授業の冒頭に前回の講義内容の振り返りを行い理解度を確認するため復習は
必須とする。

教科書・教材等 配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 実習・講義形式

授業のキーワード リクルートマナー、言葉遣い、ビジネス会話、しきたり

授業の概要
及び到達目標

美容業界で働く人材として必要なビジネスマナーの知識・技能を取得するために下記
に示す内容を到達目標に講義を進める。
①学生から社会人への意識を切り替える
②社会において信頼と好感を得るための自己表現力を取得する
③リクルート（就職活動）で実践できるビジネスマナースキルを取得する

講義計画・内容

1.オリエンテーション、ビジネスマナーの重要性
2.リクルートマナー①
3.リクルートマナー②
4.ビジネスでの言葉遣い（挨拶・敬語）
5.ビジネスの会話①（好印象の話し方・間違った敬語表現）
6.ビジネスの会話②（わかりやすく伝える大切さ・傾聴力）
7.技能トレーニング①（受付対応と訪問時のマナー）
8.技能トレーニング②（紹介・名刺のマナー）
9.技能トレーニング③（電話のマナー）
10.技能トレーニング④（面接）
11.交際のマナー
12.日本のしきたり
13.テーブルマナー（洋食・和食・その他）
14.ビジネスマナー総括
15.定期試験

対 象 学 生 1年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ビジネスマナーⅡ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

金岡 怜

後期

15コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

自己PRのプレゼンや他己分析では積極的に発言し、話す力を付けていって欲しいで
す。
また、履歴書の書き方やスーツの着こなし等は必ず理解するよう疑問点はその都度
解消していきましょう。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
ホームページや情報誌等で色々なサロンを自分なりに研究しよう。

教科書・教材等 配布プリント

授業の形式
教育機器の活用

講義形式

授業のキーワード 履歴書、面接、就職活動、プレゼンテーション、自己分析

授業の概要
及び到達目標

自身の就職活動に向けた基本的知識と履歴書の書き方や面接対策などの知識を取
得する為に下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①グループワークや自己分析を通して自身のなりたい職種を決める。
②企業に合わせた服装の理解
③プレゼンテーション力を高め、自分の考えを他者に伝える力の取得
④履歴書の書き方の理解

講義計画・内容

1.就活についての数字や自己分析
2.就職活動の流れを理解する（島田先生）
3.就職活動について（島田先生）
4.業務研究①
5.業界研究②
6.業界研究③
7.業界研究④
8.業界研究⑤
9.業界研究⑥
10.業界研究⑦
11.志望企業について
12他己分析・自己PR
13..自己PRプレゼン
14.志望企業の絞り込み
15.定期試験

対 象 学 生 第一学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 就職対策講座Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

なかぢま ゆうこ

後期

15コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

様々なスチール作品や動画作品を見て自身のセンスの幅を広げてください。
編集技術は、作品をどういうイメージに編集していくかが大切です。
技術ももちろん大切ですが、同じくらい構成を考えるのも必要になってくるので雑誌や
インターネットを活用して様々な作品に触れてみてください。

準備学習 スマートフォン

教科書・教材等 配布プリント

授業の形式
教育機器の活用

講義形式

授業のキーワード スチール・動画・編集

授業の概要
及び到達目標

美容業界においてスチールや動画の編集技術は大変重要です。
様々なテーマのヘアメイクを作品として作成し、作品集を作り上げていきます。
就職活動にブックレットを持参できたり、SNSで美容アカウントを作れるように
この講義ではヘアメイクに必要なスチールや映像の編集技術の取得を到達目標に講
義を進めていきます。

講義計画・内容

1.コンテスト対策①
2.コンテスト対策②
3.ナチュラル＆フレッシュ
4.カジュアル＆ポップ
5.キュート＆ガーリー
6.モード＆スタイリッシュ
7.エレガント＆グラマラス
8.グランジ＆ヴィンテージ
9.クリエイティブ
10.韓国オルチャンメイク
11.中国ワンホン＆チャイボーグ
12.日本量産型＆地雷系＆純欲
13.テーマに沿った
14.テーマに沿った動画の②
15.定期試験

対 象 学 生 第一学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 情報社会学 担   当   教   官   名



令和 3 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

江上　めぐみ

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留

意点）

アロマテラピーの知識は、美容へのアプローチとして、必要不可欠です。
アロマテラピー検定に対応するための知識だけでなく、なるべくセルフケアや
接客に役立つ知識もお話ししたいと考えています。
積極的に取り組んでください。

準備学習 テキストの復習

教科書・教材等 教科書なし、レジュメおよびワークシートあり 教材（アロマ検定精油キット20本）

授業の形式
教育機器の活用

実習・座学

授業のキーワード 香り・健康管理・美容・精油

授業の概要
及び到達目標

アロマテラピーの基本を学習する
・アロマテラピーについて説明できる
・精油について説明できる
・安全性について説明できる

アロマテラピーを仕事に活かす
・精油のブレンド力を高める
・実習を通して体感する

講義計画・内容

①課題（精油の抽出部位、抽出方法）
②アロマテラピーとは　精油とは
　 実習：バスソルト作成
③アロマテラピーに役立つ素材
　 アロマテラピーの利用法（実践）
④精油のパレットシート作成（１）
⑤精油のパレットシート作成（２）
　 実習：アロマスプレー作成
⑥精油のパレットシート作成（３）
⑦アロマテラピーのメカニズム
　 実習：ローション作成
⑧ブレンドワーク（１）
⑨ブレンドワーク（２）
⑩アロマテラピーに役立つ素材（キャリアオイル）
⑪精油の作用
　 実習：ボディパウダー作成
⑫アロマテラピーに関係する法律
　 現場で活用できること
⑬アロマテラピーの歴史
　 実習：ハンドクリーム作成
⑭期末テスト
⑮期末テスト（解答＆解説）

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 アロマテラピー 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

高橋

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ヘアセットは和装、洋装どちらも必要です。
同じスタイルでもニュアンスやシルエット、質感で雰囲気が変わります。
用途に合わせて作る練習をしましょう。
近年ヘアアレンジに小物をつかうことも多く、そのような場面にも対応できるようにして
いきます。主にウィッグを使って授業を行うので忘れないようにお願いします。

準備学習 毎授業の課題をこなせるよう復習、練習を必ず行いましょう。

教科書・教材等 ヘア道具一式　ウィッグ

授業の形式
教育機器の活用 実習

授業のキーワード 現場での即戦力になれるよう限られた時間の中で最高のパフォーマンスを行う。

授業の概要
及び到達目標

ヘアスタイルがきまらないと、その日１日の気分がさえない・・・
その日一日の仕事でのモチベーションやお客様の思い出の写真、その時々のヘアスタ
イルは１つの作品として残ります。
ヘアメイクという職業を通じ、お客様のその１日をより豊かに、より楽しく過ごしていただ
くための一端をになっていると考えています。
本講義では下記の内容を達成目標に講義及び実習を進めます。
①４種類のコテ巻きを理解し正しく巻ける
②６種類以上のアップ・ダウンスタイルを作ることができる。
③１５分以内にスタイルを作ることができる。

講義計画・内容

１学内コンテストリハ
２学内コンテストリハ
３学内コンテストリハ
４学内コンテストリハ
５授業の到達目標の説明　授業ルールの確認　逆毛の復習
６和装洋装で使えるおおきめのシニヨン
７前回の復習
８和装前髪立ち上げ流し
９最新アップベースの作り方
１０アップベースを使った編みおろし
１１コーンロウ
１２紐やリボンを使ったアレンジ
１３試験対策
１４試験対策
１５定期試験

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 トータル美容Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

宮里

後期

2コマ×15週

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

お客様のご要望を聴き、ニーズを汲み取り、よりよい技術の提供をする為に、
普段から「良い」接客を受けるように心がけてください。
楽しみながら、学んでいきましょう。

準備学習
制作をするにあたって、観たものや感じたことを振り返りながら
構想を練り、必要な道具は事前に準備しておきましょう。

教科書・教材等 配布プリント

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード 創造力を高め、より豊かな表現ができるアーティストになる。

授業の概要
及び到達目標

専攻ごと（ヘアスタイリスト・ヘアメイク・ブライダルヘアメイク）の業界で
必要とされる知識・技術を学び、プロフェッショナルに近づく為、
下記の内容を到達目標に講義を進める。
①これまでに身に付けた知識・技術をよりブラッシュアップする。
②時代のメイクアップの変遷を知ることで様々なニーズに対応できるようになる。
③感性を高め、より人の心に響く作品を作ることができる。

講義計画・内容

1．学内コンテスト対策①
2．学内コンテスト対策②
3．時代のメイクアップ　1920年代　クララ・ボウ
4．クララ・ボウ　模写メイク
5．時代のメイクアップ　1950年代　オードリー・ヘップバーン
6．オードリーヘップバーン　模写メイク
7．時代のメイクアップ　1950年代　マリリン・モンロー
8.マリリン・モンロー　模写メイク
9．時代のメイクアップ　1960年代　ツウィッギー
10.ツウィッギー　模写メイク
11.時代のメイクアップ　1980年代　ディスコクイーン　デビットボウイ・山口小夜子
12.ディスコクイーン　模写メイク
13.創作メイク①
14.創作メイク②　期末試験対策
15.期末試験

対 象 学 生 ２年：HMコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 トータルビューティーⅡ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

石川倫子

後期

30コマ(15週)

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

留袖の着付けは非常に難易度が高いです。分からないことを分からないままにして
おかず、必ず質問して理解できるようにしてください。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 ヘアメイク教材・配布プリント

授業の形式
教育機器の活用

実習形式

授業のキーワード ブライダル・ウェディングドレス・留袖・着付け

授業の概要
及び到達目標

前期で学んだドレスフィッテイィングをさらにブラッシュアップするとともに留袖を着付
けられるようになるため、下記の内容を到達目標に講義をすすめる。
①留袖についての知識を取得する
②留袖の着付けについて理解する
③留袖の着付けを他人に行うことができる
③ブライダルヘアメイクを活かしフォト作品を作成する。

講義計画・内容

1 ドレスフィッティング　復習
2 和装小物について
3 着付け　補正
4 留袖着付け
5留袖着付け
6 留袖着付け
7 留袖着付け
8 留袖着付け
9 留袖着付け
10 留袖着付け
11 留袖着付け
12 留袖着付け
13 留袖着付け実技テスト
14 筆記試験
15 まとめ

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ブライダル総合 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

小林結

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

2年間の集大成としてさらにスキルアップ＋細部の技術の向上、苦手克服を目指しま
す。分からないことは必ず質問して分からないままにしないでください。

準備学習 授業毎の課題を確実にこなせるよう、復習を必ず行いましょう。

教科書・教材等 毎授業配布するプリント、メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード ヘアアレンジ・カラーメイク・TPO別メイク

授業の概要
及び到達目標

2年間の集大成としてさらにスキルアップ+細部の技術向上、表現の幅を広げ、苦手
克服をします。
ヘアアレンジ、メイク共に実践的な技術を取得し、タイムマネジメントも意識しプロの
現場でも使えるレベルの技術を取得します。

講義計画・内容

1.短時間でできる実践向けヘアアレンジ①
2.短時間でできる実践向けヘアアレンジ②
3.短時間でできる実践向けヘアアレンジ③
4.短時間でできる実践向けヘアアレンジ④
5.カラーメイク①、顔まわりアレンジ①
6.カラーメイク②、顔まわりアレンジ②
7.カラーメイク③、顔まわりアレンジ③
8.カラーメイク④、顔まわりアレンジ④
9.TPO別メイク①
10.TPO別メイク②
11.TPO別メイク③
12.TPO別メイク④
13.バランスメイクとヘア①
14.バランスメイクとヘア②
15.試験

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 テクニカルヘアメイクⅡ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

なかぢまゆうこ

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

本講義では、今まで研究した事をまとめ、大きな舞台で発表していただきます。幅広
い知識と今まで経験してきた事を盛り込み、学生ならではの柔軟な発想力でユニーク
で説得力のある素晴らしい作品作成になります。興味を持ったことを深堀してみる視
点を常に持って生活することから始めてみると、作品発表がもっと楽しくなるはずで
す。一緒に面白い研究にしていきましょう！

準備学習 授業毎の課題を確実にこなせるよう、復習を必ず行いましょう。

教科書・教材等 メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード 作品作成、ヘアメイク、トータルバランス

授業の概要
及び到達目標

2年間の集大成として京都医健の卒業制作発表の場「We are IKEN」で研究発表を行
う。
①作品作成を行うにあたりモデルをトータルでコーディネートできるようになる
②テーマに沿って自らイメージしたものが形にできるようになる

講義計画・内容

1.スケジュール確認　進捗状況報告　ショーの構成について/参考動画視聴　音源・
画像、動画の著作権について
2.サブテーマ決め、イメージプリント作成
3.作品作成①
4.作品作成②
5.作品作成③
6.作品作成④
7.作品作成⑤
8.作品作成⑥
9.作品作成⑦
10.作品作成⑧
11.作品作成⑨
12.作品作成⑩
13.作品作成⑪
14.作品作成⑫
15.定期試験

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 卒業制作 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

なかぢま ゆうこ

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

2年間の集大成としてフォトアルバムを作成します。妥協することなく、仕上げてほしい
ので、毎回テーマをしっかり決めて作品撮影にのぞんでください。
最高のアルバムを作りましょう。

準備学習 毎授業の撮影テーマは各自で授業まで決めてきてください。

教科書・教材等 ヘアメイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード メイク・シチュエーション別メイク

授業の概要
及び到達目標

自分の作品テーマや作風を決めて、自分で撮影していきます。12作品を作成し最終
的に製本して作品集を制作します。就職してからの作品制作やＳＮＳの活動をしてい
くための撮影技術とテーマに沿ったヘアメイクテクニックを取得します。

講義計画・内容

1.テーマ決め
2.製本イメージ制作
3.作品制作・撮影①
4.作品制作・撮影②
5.作品制作・撮影③
6.作品制作・撮影④
7.作品制作・撮影⑤
8.作品制作・撮影⑥
9.作品制作・撮影⑦
10.作品制作・撮影⑧
11.作品制作・撮影⑨
12.作品制作・撮影⑩
13.作品制作・撮影⑪
14。作品制作・撮影⑫
15.定期試験

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 美容総合技術Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

六川直哉

後期

30コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％、小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

2年生の後期になるので、全員がやったことがあるではなく、『やることが出来る』よう
になるために講義を進めていきます。2年間の集大成になるので授業では質問する
など、積極的に参加してください。

準備学習 毎授業の復習を実施し、次回の授業に備える。

教科書・教材等 ヘアアレンジ教材

授業の形式
教育機器の活用 実習形式

授業のキーワード ヘアアレンジ、シニヨン、コンテスト

授業の概要
及び到達目標

今までに習得した技術を用い人頭でタイムを意識して仕上げれる様になるために下
記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①タイムマネジメントを正確にし、時間内に作品作成ができるようになる
②自分のイメージを忠実に表現ができる。

講義計画・内容

1.学内コンテスト対策①
2.学内コンテスト対策②
3.四つ編み、四つ編み（丸型）を使用したヘアアレンジ
4.相モデル
5.編みおろし
6.アップクロスブレード①
7.アップクロスブレード②
8.カールアップ①
9.カールアップ②
10.オリジナルデザインセット①テーマ決め
11.オリジナルデザインセット②
12.オリジナルデザインセット③
13.we are対策①
14.we are対策②
15.定期試験

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ヘアメイクメイクアップⅢ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

木村望美

後期

15コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　小テスト（出席点含む）30％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

社会に出ると、運動する機会が減ってしまいます。運動することにより、自分の身体を
丈夫にし、その元気やパワーを誰かに与えていけるようになって欲しいと思っており
ます。また、ただただ運動するだけではなく、そこで運動の楽しさや必要さを感じてい
ただければと思っております。この時間が皆さんにとって、学生生活の彩りになれば
嬉しいと思い、担当させていただきます。

準備学習
授業内の疑問は積極的に確認すること。
毎授業の復習を実施し、次回授業に備える。

教科書・教材等 動ける服装（ジャージなど）と室内運動靴（体育館シューズなど）

授業の形式
教育機器の活用 演習・講義

授業のキーワード ボディバランス・ストレッチ・エアロビックダンス・栄養面についての講義

授業の概要
及び到達目標

近年、コロナ禍ということもあり若者の５人に４人が運動不足だといわれている。特に
若い女性の運動不足は深刻で、運動を身に付けるように警鐘されている。
本講義では下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①運動することにより、心も身体も健やかになる。
②身体を動かしてストレス発散させる。
③ダイエットや栄養面について、正しい知識を得る。
④この講義で少しでも身体を動かすことに楽しみを覚える。

講義計画・内容

１回目：自己紹介＆姿勢チェック（立位・仰臥位）
２回目：調整系レッスン
３回目：家でも簡単にできるトレーニング
４回目：企画レッスン～グループ編～（調べもの学習）
５回目：企画レッスン～グループ編～（前回調べたものを提供）
６回目：ペアストレッチ・マッサージ
７回目：栄養面についての講義（ダイエットとは）
８回目：エアロビックダンス体験（音楽に合わせて踊ろう！）
９回目：企画レッスン～１人編～（調べもの学習）
１０回目：企画レッスン～１人編～（前回調べたものを提供）
１１回目：ピラティス・運動ツールを用いたレッスン体験
１２回目：テスト対策
１３回目：テスト
１４回目：テスト
１５回目：テスト返し・ラストレッスン

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 保健体育 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

Ty Murphy・金世鎮

後期

15コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験素点70% 平常点(課題提出率、授業態度等）20% 出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

日本と韓国は近いが遠い隣国という言葉があります。似たように見えても違うところ
があります。
これまでの日韓関係の様々な問題点があっても、お互いに理解し、親しくなったら深
い話もできるでしょう。
「言葉が通じるであれば友達になる」ように、言語を学びながら文化と隣国を理解し、
お互いに学ぶことがあれば学んで、共に発展して行くことを望んでいます。
そうような心で楽しく学んでください。

準備学習
毎回(7回)のミニテスト、レポートがあります。
授業中の質問に答えることでの点数もあります。

教科書・教材等 配布資料&パワーポイント

授業の形式
教育機器の活用 演習

授業のキーワード 英語圏・韓国の現在・歴史の文化、韓国生活や韓国の人気アイテム、英語・韓国語でのコミュニケーション

授業の概要
及び到達目標

K-popや韓国ドラマを通じて全世界的に韓国文化に対する関心が高まっている。この
ため自然に日本でも韓国語に対する関心も高まるようになった。その韓国の文化を
もっと楽しめるように韓国語を学んで行きたいと思う。また、国際化の流れに大きく動
いているため英語でのコミュニケーションも取れるようになる。
教養的側面から韓国に対する理解を持ち、韓国語を習得できるようにすることを目指
すとともに、英語と韓国の文化で活用している韓国語を習得できるようにする。
1) 英語文化・韓国文化を理解できるようにする。
2) 基礎的な英語・韓国語が聞こえる(分かる)ようにする。
3) 英語・韓国語での会話ができるようになる。

講義計画・内容

①授業計画の説明、初対面のあいさつ～お別れまでの会話が出来る。自己紹介、友
人の紹介が出来る。
②好き・嫌い等の好みについての会話が出来る。
③人を褒める＆褒められた際の会話表現。（衣服など）着ているものに関して述べる
ことが出来る。
④時間について表現する。日々の習慣について話す＆質問できる。
⑤道案内をする・場所を尋ねることが出来る。
⑥数やお金の数え方・価格や頻度についての質問や受け答えが出来る。
⑦復習＋Test
⑧「アンニョンハセヨ」韓国の挨拶、韓国の文化について(「ハングル」自習のガイド）
⑨「韓国！何でやねん〜」；日本と韓国の違う文化、韓国の文化を理解しよう
⑩「韓国に行ったら？」；絶対失敗ない韓国旅行のために
⑪「なんでキムチ？ブルゴギ？」；韓国料理について
⑫「韓ドラあるある」；韓ドラで学ぶ韓国語
⑬「これはなあ〜に？」；韓国商品を韓国語で読もう
⑭ 学生の質問に答え、韓国語で会話、発音の練習、まとめ
⑮ 期末テスト

対 象 学 生 2年：ヘアメイクコース 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 外国語講座 担   当   教   官   名


